
 

書記として          

熊本祐滉 

秋になり日が早く沈み、朝夕冷え込むようになりました。 

早いもので今年もあと３カ月です。私の職場では秋の行事がたくさんあります。 

運動会、芋ほり、ハロウィン、秋の遠足。これが終わるとあっという間にクリスマス、 

正月、年が明けたら年度の締めくくりの準備と来年度の準備に入ります。私の業界では夏まで問題なく

過ごせればあとは自然に流れていきます。ワイズメンズクラブではどうでしょうか第 5期が始まり４カ

月が経ちました。 

イベントでは京都部会、SHOW TIME、オータムフェスタ、クリスマス、新年会、とこれからピークに入

ります。新年会が終わったぐらいに５期に慣れ後は自然に流れる形になるのでしょうか？ 

 第 5期は書記を担当しておりますが出席の重要さを学んでおります。現在メンバーが 21名ですが 30、

40人になった場合、まとめるのが大変になりどうなるのかと想像してしまいます。出席人数の間違いで

費用がかかることは絶対にないように、またメンバーの三役にご迷惑をかけておりますが、出来ること

は責任を持ってやっていきます。 
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◆今月の聖句      コリントの信徒の手紙２第 12章 9節 

すると主は『私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ

十分に発揮されるのだ。』と言われました。だから、むしろ大いに

喜んで自分の弱さを誇りましょう。             

ク ラブ会 長主題 ：『Ｔｈｅ ＢＥＳＴ』から『Ｍｙ ＢＥＳＴ』へ： 波多野守一 

国 際 会 長 主 題 : “Mission with Faith”「信念のあるミッション（使命・目標）」 

国 際 会 長 ：Wichian Boonmapajorn（タイ） 

アジアエリア会長主題 ：“Through Love, Serve”“「信念のあるミッション（使命・目標）」” 

アジア会長：Edward K.W. Ong（シンガポール） 

西 日 本 区 会 長主題 ：「あなたならできる! きっとできる」: “You can do it! Yes, you can!” 

: 西日本区理事：遠藤通寛（大阪泉北） 

京 都 部 長 主 題 ：いつも喜んでいなさい “Ｂe joyful always“京都部部長：高田敏尚 （京都） 

 

 

 



 

    第１例会 テーブルマナー例会          ９月１０日（木曜日）          

 

テーブルマナー例会原稿９月第１例会は、私達がいつも 

定例会場としてお世話になっているホテル日航プリンセ

ス京都の支配人、河戸氏によるテーブルマナー講習会でし

た。 

 フルコースのおいしいディナーをいただきながら、ひと皿

ごとにマナーのレクチャーを受けるというなんとも贅沢な

会。 

 何ページにもわたるマナーの教本も用意して下さり、テー

ブルナフキンの使い方からスープのいただき方（スープは

手前からすくうのか奥からすくうの か等）、知っているよ

うで言われてみると知らなかった細かなお作法がたくさん

ありました。 

 ソムリエでもいらっしゃる河戸氏からはテイスティング

の作法等もご教授いただきました。 

 そこで後日話題になったのが質問タイムに出た「食事中の

喫煙はどうですか？」に対して 

「それはマナー違反です。どうしてもという方はトイレに

立つふりをして行ってください」という質疑応答。 

私自信、常々、例会中の喫煙タイムについて疑問を抱いて

いたので、このご回答にはとても納得しました。 

ですが、後からメンバーと話していた中で「タバコだけで

はない、携帯が鳴って出て行くのもメールするのもマナー

違反だ」という声も聞きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通に考えればたしかにマナー違反だということは誰

しもが思うことです。では、何がマナー違反なのでしょ

うか？ タバコの煙なのでしょうか？ 携帯の音なのでし

ょうか？ 食事中にトイレという場所に立つことでしょ

うか？ 考えていた時に、知人から言われました。「この

時間を共有しましょう、と集まっているのに、その場を

はずすことがそもそもマナー違反。極端にいえば、酔い

つぶれるのもマナー違反」（その知人はしょっちゅう酔い

つぶれてますが（笑））そうか、そういうことだったのか。 

確かに、レクチャーの最初に先生はおっしゃいました。

「テーブルマナーというのは同席した相手に不快な思い

をさせないためのものです」 例会でもデートでも授業で

も会議でも一緒。時間を共有している相手に対して、 

それがたとえ生理現象（トイレ）であっても自身の欲求

のために席を外すことがそもそも失礼なんだな、だから

どうしてもの時は「ごめんなさい」とこっそり行くんだ

な、と納得しました。 

 テーブルマナーを教えてもらっただけではなく、マナー

全般について考え、メンバー同士でも後日までいろいろ

話しあう機会となったとても有意義な例会でした 

   澤井美智子 

 

 



    第２例会 月見例会               ９月２４日（木曜日） 

 

9月 24日に行われましたお月見例会。 

講師に尾池和夫様に来ていただき俳句を詠むなんとも趣のある例会でした。 

河村さんのご紹介で八瀬の平八茶屋にお邪魔しましていつもと違う和な雰囲気での例会でした。 

残念ながらその日はあいにくの雨でしたが、雨の名月を無月、雨月と表現すると教えていただき新しい知識と共に慣

れない俳句を詠んでいました。 

 尾池先生は元京大総長であられ、現京都造形芸術大学の学長をされている方です。 

地震学者でもあられ、食事中も地震兵器は都市伝説だとか楽しく時間を過ごさせていただきました。 

尾池先生の指導の元、メンバー全員が頭を捻り俳句を詠む。 

みんななかなか浮かんでこず苦戦していましたね～ 

 全員の書いた短冊を回していき、気に入った俳句の書かれている短冊の裏に名前を書いていく採点方式で、さらに

そこから尾池先生に選んでいただき三位まで順位を決めることに。 

まず、三位！わたくし岸田でございます！嬉しかったですね～   

そして、二位！市議会議員の宇佐美さん！さすが賢い！ 

そして栄光の一位は…なんと、石飛さんに！ 意外にも読書好きなおかげなのか素敵な俳句でした。 

それぞれ京大の総長カレーと京大ゴーフルを賞品にいただき大満足でした。 

平八茶屋のお料理も大変美味しくいい時間を過ごさせていただきました！ 

 ドライバー委員会の皆様、ゲストの皆様、平八茶屋様、関わってくださった全ての方々本当にありがとうございまし

た！ 

岸田 靖司 

     

 

  



 

     アジア大会                ７月３１日～８月２日 

 
今回、京都ウエスティン都ホテルで開催されましたアジア大会にマーシャルメンバーの一員として参加させて頂きま

した ZEROクラブ河村です。 

振り返って見れば 2年前フィリピン、マニラで開催されたアジア大会に参加させて頂いた時の思い出として、世界各

国のワイズメンが集まる大きなイベントに感動し、今度はこの大きなイベントの主催者側の一人として参加できること

に大変心ときめきました。 

自分にできることは何か？…先ずは心を込めてご挨拶をすること、私の下手な中国語と韓国語を駆使して誠意を込め

て少しでも気持ちを伝えたい。 

その一心で三日間過ごさせて頂きました。まだまだ至らない所が沢山有ったのでは…と反省はさせられますが、とり

あえずは私自身が大会を楽しませていただけたこと、そしてきっと今回のアジア大会に参加して頂いた多くのゲストの

皆様方が同じ気持ちを思い出として帰られたのではと思っています。 

今回京都で開催されましたアジア大会を通じて、ワイズメンの交流の輪を広めさせて頂きましたことに心より感謝い

たしております。そしてこのたびアジア大会のホストクラブとして見事に成功されました京都パレスクラブの皆様、 

本当にお疲れ様でした。有り難うございました。 

河村栄二 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

日向大神宮ワーク                                   9 月 27日（日曜日） 

前回の下見会に続いて、いよいよ第一回目のワークを開始した。 

何しろこの日向大神宮（ひむかいだいじんぐう）は、そんじょそこらの神社とはわけが違う。 

宮司によれば、いまの宮崎県の高千穂から神霊が移されたのが第 23 代顕宗（けんぞう）天皇の代というから調べたと

ころ、何と彼の在位期間は西暦 485年～487年！ 。飛鳥時代が 600年頃からで、平安時代が 800年頃からというから、

この大神宮は古墳時代にすでに建立されていたことになる！眼下に広がる平安神宮などは明治時代になって建立され

たもので、足元にも及ばない。 

 決して広くない敷地には、ちゃんと内宮と外宮があり、内宮には、あの、天照大神（あまてらすおおみかみ）さまが

祀られている。他にも、あまたのやおよろずの神さまが、境内のいたるところに祀られていて、ちょっとした山歩きが

てらにお詣りして回るのも悪くない。 

 中でも、九条山山頂には「伊勢神宮遙拝所」なる鳥居があって、かつてはこの場所からお伊勢さんが遥か彼方に望む

ことが出来たという。実際に見えたかどうかは甚だ疑問であるが、重要なことは伊勢神宮とこの日向大神宮の一直線上

に京都御所が位置していることにある。つまり、伊勢神宮からのパワーが日向大神宮を中継して、歴代天皇のもとに届

くように設計されているのである。この遙拝所にまで登るのが困難な人のために、本宮入口の右手に「仮」の遙拝所が

設けられている。但し、この場所は奥の石の鳥居に登るための階段がほとんど崩壊しており、現在はただの急な斜面状

態となっている。この場所の修復が、石の階段を含めて今回の ZERO クラブの長期ワークの場となった。今回のワーク

では、まずは周辺に乱雑に散らばったままの廃木の処理（機械によるウッドチップ化）から始め、たった一日でごらん

のようにすっきりした状態になった。 

 仮遙拝所の完成までには、まだまだ気の遠くなるほどの時間と労力が掛かるが、今後は自クラブのみならず一人でも

多くのワイズメンや、一般の賛同者を巻き込んでより素晴らしい大神宮にしたいと思う。 

佐古田正美 

   
 

      

  

                          山田維久仁 

                          

       靴を履こうと思ったその瞬間！ あっっ！！ 靴ベラがない！！ 

でも大丈夫！！  持っている千円札を四つ折りにし、踵にあてがうと・・・ 

踵が滑って意外と楽に靴が履けますよ＾＾ 

 知 恵 袋 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                           

 

   

 

 

 

 

編集後記 

ブリテン広報事業委員長 岸田 靖司 

あっと言う間に３カ月が過ぎましたね！ 

第６期にも慣れてきたころでしょうか？ＣＳ事業の日向大神宮の手入れも始動しました。 

楽しい例会、楽しいブリテンになるようにみんなで盛り上がっていきましょう！ 

                                                                

 

 

1．第５回ＡＩＤＳ文化フォーラム 「どの部屋行く？」聴きたい話がきっと見つかる  

若者／文化／陽性者／医療／教育／セクシャリティーの多様性を理解する等の様々な視点からの講演やワークショ

ップ、展示プログラムを通して、性の多様性を知ることからＨＩＶを理解していくこと、ＨＩＶ/ ＡＩＤＳが決して

他人事ではないことを学びます。 

日  時： １０月３日（土）午後１２時３０分～午後６時３０分 

４日（日）午前１０時００分～午後５時３０分 

 場  所： 同志社大学 新町キャンパス 尋真館 

 主  催： ＡＩＤＳ文化フォーラム ｉｎ 京都運営委員会／ 共  催： 京都府、京都市 

 入 場 料： 無料 ※参加自由・事前申し込み不要 

 お問合せ： ＡＩＤＳ文化フォーラム in 京都事務局（京都ＹＭＣＡ） 

     （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）information@hiv-kyoto.com 

2．国際協力街頭募金  

戦争や紛争の中で飢餓や貧困に苦しめられている人々の救済、アジアやアフリカの青年と女性の社会参加と自立、海

外での自然災害の被災者救援のために、毎年国際協力募金を行なっています。 

 今年も会員・市民ボランティアの方々が協力して、街頭で国際協力を呼びかける募金活動を行ないます。 

 ぜひご協力ください。 

日  時： １１月１日（日）午後１時～午後２時３０分 

 場  所： 三条河原町、三条大橋、四条河原町、四条烏丸、など市内約１１ヵ所（予定） 

 お問合せ： 京都ＹＭＣＡ本部 

      （ＴＥＬ）０７５－２３１－４３８８／（Ｅ－ｍａｉｌ）kyoto@ymcajapan.org 

3．ＹＭＣＡ祭  

日頃の学生の取り組みを発表し、京都ＹＭＣＡや地域に連なる方々との交流を図ることを目的に毎年実施していま

す。学生によるステージイベント、模擬店や物品販売を実施し、収益はネパール大震災救援募金に充当させて頂いて

おります。 

楽しく気軽に参加できるよう準備を進めています。皆様のご参加をお待ちしております。 

日  時： １１月３日（祝）午前１０時～午後３時 

 場  所： 京都 YMCA三条本館 

HAPPY BIRTHDAY 

10月 11日  宇佐美賢一 

10月 29日    熊本祐滉 

    HAPPY ANNIVERSARY 

 10月 30日 竹園憲二＆摩由美 

 

 9月例会出席     

 

第１例会          第２例会 

メンバー １７/２３ 名  １６/２３ 名 

メネット        ０名         ０名 

コメット        ０名        ０名 

ゲスト         １名         ２名 

 

月間出席者      月間出席率 

１９/２１名      ９０.５％ 

 TOF・CS・FF 

 

TOF    ０ pt 

C S        ０ pt 

F F        ０ pt 

  ニコニコ 

 

９月    １３.０００円 

累計   ４７.０００円 

 

 

９月    １４.０００円 

累計  １１１.６５７円   

Club Office:京都 YMCA三条本館 〒615-8083京都市中京区三条柳馬場 TEL075(231)4388 問合せ先 shoki@zeroclub.org 

ファンド 

YMCA NEWS 
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